
佐賀市プレミアム付地域振興券参加店舗【９７１】

第５版

がばいサカえーるPay・地域振興券の使えるお店一覧更新いたしました。
利用できる店舗に変更があっておりますので、使えるお店は最新の店舗一覧でご確認ください。

利用期間 令和４年５月１３日(金)～令和４年８月３１日(水)まで

令和４年５月２０日 現在

店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

電子券・紙券が使えるお店 EBISU 呉服元町 きっちん とも 大和町 小料理屋 こんこ 白山

飲食店(飲食券・共通券が使えるお店) エルカフェ 諸富町 新 Kitchen29 中の小路 葉隠旬菜こりん 松原

青い月 水ヶ江 酒の蔵えん 八戸 CAFE木と本 唐人 珈琲コロンボ 駅前中央

やきとり葵屋 唐人 ENDLESS 白山 木原鰻屋 中の小路 レストラン こんでよか 材木

芦田商店 駅南本町 縁や 大財 木原鰻屋分店 嘉瀬町 居酒屋ごん道 呉服元町

あじみ 味味 大財 炉ばた焼 おいどん 本庄町 GIVE＆GIVEN 愛敬町 restore compass 神野東

いざかや飛鳥 愛敬町 さか菜 おお江 東与賀町 なべ家きぶん 愛敬町 新 サーグラ夢咲店 兵庫北

ちゃんぽんラーメン 明日香大和店 大和町 大橋うなぎ屋 水ヶ江 新 膳座敷 季味 富士町
サーティワンアイスクリーム モラー
ジュ佐賀店

巨勢町

アップシャン 大財 orville 白山 牛角 佐賀開成店 開成
サーティワンアイスクリーム ゆめ
マートさが店

与賀町

アトランティック カフェ 川副町 旬彩響宴おかぎ 兵庫北 牛角 兵庫南店 兵庫南 菜菜 白山

居酒屋あふりか商店 鍋島町 味彩おかもと 駅前中央 炭火焼肉 牛牛 愛敬町
ガーデンテラス佐賀 ホテル＆マリト
ピア 佐賀竹彩

新栄東

あら玉 駅前中央 おこのみ亭 鍋島町 ハンバーグ 牛匠 若宮 さかな市場 松原店 松原

有馬うどん 北川副町 夢食彩叶おせそ 鍋島町 牛笑 本店 駅南本町 魚と串の酔月 中央本町

Bar Alchemist 中央本町 京風茶房おちょぼ 白山 ぎょうざ屋 呉服元町 さがん大地 唐人

ARLES 八幡小路 BISTRO OTONARI 中央本町 ひぜん前 京すし 松原 洋風バル サガんチーノ 白山

BAR AROMA 松原 OPTiM CAFE 本庄町 小料理きよみどり 松原 焼鳥さくら 兵庫北

アンナの贈り物 高木瀬町 一膳一献お豆 松原 料理屋きりん 大財 茶房 桜湖 富士町

あんバターえんバター 駅前中央 おむらいす亭 ゆめタウン佐賀店 兵庫北 焼肉 麒麟屋 若宮 SAKE NA BABY 駅前中央

E.A.D 駅南本町 おやつタイム 末広 鮨割烹ぎんえん 白山 旬菜舎 さと山 富士町

活き造りと明太なべ小僧 白山 旬菜美食 おゆき 松原 居酒屋金柑 駅前中央 鮨さもん 駅南本町

いけす海幸 下田町 オリジンコーヒー 兵庫南 築地銀だこ モラージュ佐賀店 巨勢町 創作厨房更紗 高木瀬町

池田屋 赤松町 情熱酒場 俺の空 白山 金ちゃんラーメン 大和町 さらめし 松原

イタリーボン 中の小路 活魚ランチ×居酒屋 海源 鍋島 串カツ劇場 松原 SUN SUN SUN 飯屋 多布施

炭火焼一円玉 久保田町 やきとり海賊 高木瀬東 串カツ田中 佐賀駅南口店 唐人 三調家 富士町

鮨・割烹 いち善 神野西 焼鳥居酒家かくうち 鍋島 産地直送仲買人直営店 蔵 大財 三平寿し 諸富町

一文字 赤松町 角打ち 石丸 城内 くらおか亭 駅前中央 シーヤ 白山

やきとり いちりん 松原 焼肉かくら 佐賀駅北口店 駅前中央 ホルモン鉄板焼 くら蔵 鍋島 旬彩しげる 神野東

旨味辛麺ISSA 末広 焼肉かくら 夢咲店 兵庫北
ホテルニューオータニ佐賀 グリーン
ブリーズ

与賀町 串カツ 七福神 若楠

麺処いっせい 城内 香光 駅前中央 山カフェレストランKUREHA 大和町 酒肴菜飯 志乃 大財

炭火焼居酒屋 一福 愛敬町 食事処かささぎ 栄町 クローネ 白山 さがんれすとらん 志乃 城内

おでんdeスポーツバーいぷしろん 大財 嘉すがいガレージ 唐人店 唐人 CRON 愛敬町 さがんれすとらん志乃 空港店 川副町

串カツイマイ 駅南本町 焼鳥かちがらす 松原 鶏仙 松原 レストラン シャトー文雅 大和町

イルソリッソ 中央本町 焼とり かちがらす 駅前店 駅前中央 SHOKUDO欅 唐人 民芸茶屋 シャローム 巨勢町

ヴィノバルTOCCO 白山 やきとり かちどり 開成店 開成 食想市場元気じるし 神野東 居酒屋シャンリー 駅前中央

割烹仕出し魚善 諸富町 カツカレーの虎 本店 諸富町 KEN'S BAR 呉服元町 チャイニーズレストラン シャンリー 新栄東

魚民 佐賀北口駅前店 駅前中央 かつや 佐賀本庄店 本庄町
ケンタッキーフライドチキン佐賀鍋島
店

開成 ジュエリー＆ワインバー N 白山

魚はち 佐賀大和店 大和町 かにしげ 佐賀大和店 大和町
ケンタッキーフライドチキン佐賀南部
バイパス店

西与賀町 酒菜歌 小粋 白山

炭火焼肉うしまつ 兵庫南 かばち 白山 元屋 唐人 創食 潤 駅南本町

焼き肉 うっしっし 新郷本町 カフェエクス 唐人 スナック恋さん 愛敬町 順興園 本庄町

本庄珈琲 うふふ 本庄町 かぶと寿司 高木瀬西 やきとり功ちゃん 開成 焼肉 勝 医大通り店 鍋島

夢咲珈琲 うふふ 兵庫北 兜野 中央本町 くいしんぼ茶屋豪ちゃん 松原 焼肉館 勝 佐賀店 兵庫南

Restaurant&Sweets うふふ 駅前中央 創作居酒屋カミーノ 大財 旬房 光月 巨勢町 日本料理 城下 水ヶ江

寿司・和食うみおと 川副町 焼肉花紋 諸富町 光楽園 中央本町 JONAI SQUARE CAFÉ 城内

梅の花 佐賀大和店 大和町 料庵 川松 松原 KORNER 呉服元町 森の香 菖蒲ご膳 富士町

wine bar Urandeux 八幡小路 亀おたけ 白山 居酒屋こがんちゃ家 堀川町 レストラン 白山文雅 白山

うる寅 松原 和食の店桔梗 中の小路 焼鳥・居酒屋 悟空 駅前店 駅前中央 酒菜志波 久保田町

嬉乃すし 若宮 菊正寿司 久保田町 焼鳥居酒屋 悟空 南部バイパス店 本庄町 Restaurant & pub GIN 唐人

居酒屋 鱗 駅前中央 魚亭菊や 大和店 大和町 ものづくりカフェ こねくり家 柳町 じんぎすかん 大財

中国料理 栄志 大財 きくやの台所 久保田町 創作和食こみや 東与賀町 小料理 じん吉 大財

旬の鮮魚と炉端焼き えくぼ家 駅前中央 やきとり来た郎 本庄町 コメダ珈琲店 佐賀兵庫店 兵庫北 居酒屋 陣じん 兵庫南



店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

寿司割烹新太郎 日の出 どんどん亭 佐賀兵庫店 兵庫南 食彩 ひらお 松原 孟渓苑 大財

Sweets HEART 兵庫店 兵庫南 どんどん亭 鍋島店 新栄東 ビルボード 中央本町 喫茶モカ 唐人

Sweets HEART 大和店 大和町 なお八屋 鍋島 広重屋 広重鮮魚・仕出し店 川副町 もつ蔵 白山

SUIVIE 白山 ナカオ商店 愛敬町 PINKHOLIC. 与賀町 本吉屋 鍋島

末広商店 駅南口店 駅南本町 日本料理なかしま 本庄町 ファミリーレストラン（佐賀玉屋） 中の小路 中國料理 梦想（モンシャン） 高木瀬町

すし天ぷら処 すし和 諸富町 そば なか原 鍋島町 富苑 白山 八重桜 新郷本町

すたみな太郎 佐賀大和店 高木瀬町 俺流情熱店 中村屋 大和町 夜Cafe＆Bar 福 呉服元町
焼肉12番（旧：焼肉やまぎゅう大和
店）

大和町

スパユキ佐賀店 高木瀬西
ワインとチーズの専門店 Natural 
Maison H

駅南本町 福一 唐人 八子の花カフェ 大財

BISTROsouffles 駅前中央 家庭料理なな 赤松町 ふじの鮨 諸富町 鮨・椿油天ぷら 八木 白山

炭寅 佐賀店 唐人 なな彩 八戸溝 ビストロ藤吉 高木瀬町 BAR YAMAZAKI 白山

健康れすとらん清風亭 大和町 焼肉なべしま 佐賀開成店 開成 豚八 佐賀店 開成 和（やわらぎ） 大和町

新 バー&レストラン「SEBRI／セブリ」 富士町 焼肉なべしま 佐賀兵庫店 兵庫北 ビストロ プティポー 水ヶ江 BOX＆PUB EURO 愛敬

Bar sen. 中央本町 甘味喫茶NABESHIMA ぐるぐる 巨勢町 麺家ぶらっくぴっぐ 本庄町 うどん、そば専門店 夢心 兵庫北

KITCHEN&BAR颯 白山 やき肉 南大門 本庄町 ＦＬａＴ ＰＬａＴ 日の出 旬菜和食夢咲屋 兵庫北

想夫恋 佐賀兵庫店 兵庫町 241STAND. 赤松町 プリージング マーキ 白山 洋風定食屋 キッチン Moimoi 本庄町本庄

SONO3 白山
ホテルニューオータニ佐賀 中国料理
大観苑

与賀町 古川料理店 水ヶ江 楊柳亭 松原

Bar ソラゴト 大財
ホテルニューオータニ佐賀 日本料理
楠

与賀町 古湯キッチン10 富士町 個室佐賀牛 よかえん 唐人

海鮮居酒屋 第一三吉丸 神野東
ホテルニューオータニ佐賀 ビアテラ
ス

与賀町 カフェ ベイス 城内 YOSHI 愛敬町

焼肉の大昌園 佐賀兵庫店 兵庫町
ホテルニューオータニ佐賀 レストラ
ンロータス

与賀町 ポイントアフター 白山 酒肴吉井 駅南本町

焼鳥大成 松原 串屋 音色 白山 星野村 本庄町 白玉饅頭 元祖𠮷野屋 大和町

晩飯たかあき家 柳町 新 居酒屋のーてんき 鍋島店 開成 新
ホテルマリターレ創世 プリマヴェー
ラ

神野東 LIVE BAR・雷神 中央本町

遊膳亭たか美 久保泉町 のこ さがん酒処 白山 居酒屋 穂なみ～縁～ 開成 Loungeif 呉服元町

たかもとや 佐賀医大東店 鍋島 野間窓 城内
ポポラマーマ イオンモール佐賀大
和店

大和町 楽元 中央本町

グリル タケシタ （旧 レストラン・パ
リ）

駅前中央 居酒屋 呑蔵 鍋島 ホルモン 五郎八 大財 Live House RAG.G 松原

ダジーノ 神野店 神野東 立ち呑み屋 のん 駅前中央 ホルモン徳 愛敬町 楽天地 鍋島

ダジーノ 白山店 白山 小料理 ばぁば 愛敬町 肉酒場ぼん 唐人 FRENCH TABLE La Saison 中央本町

居酒屋 たぬ吉 本庄町 ハイカラヤ 佐賀店 本庄町 本庄うなぎ屋 東部店 兵庫南 ROUGH CAFE and DININGBAR 駅前中央

BAL TAPAS 大財 酒菜 葉がくれ 高木瀬西 本庄うなぎ屋 北部店 大和町 ららら らーめん 佐賀駅北口店 駅前中央

玉かつ 中の小路 新
佐賀インターナショナルゲストハウ
スHAGAKUREハガクレ

神野東 本庄うなぎ屋 本庄店 本庄町 ららら らーめん ゆめ咲店 兵庫北

たまご家・ひよこカフェ 兵庫店 兵庫南 博多一番どり 佐賀鍋島店 鍋島 炉ばた焼 ぽん太 白山 蘭亭 中の小路

達磨 鍋島 博多一番どり 佐賀本庄店 本庄町 凡々堂 白山 ワイン酒場Lampada 唐人

炭火焼 男 神野東 獏のうたたね 中央本町 マキザラーメン 兵庫南 蘭蘭 駅前中央

酒食家 炭治郎 白山 焼鳥一 長瀬町 炭焼き まこっちゃん 神野西 焼味処 輪久 大財

和膳千曲 田代 pasteria ViVi 本庄町 マザーリーフ ゆめタウン佐賀店 兵庫北 Standing Bar Rivet 中央本町

千鳥 唐人 炉端ハチクっ 唐人 辛麺屋 桝元 佐賀本庄店 本庄町 龍の巣 中央本町

ぢどりや焔 鍋島 ダイニング＆テラス 86 中央本町 マチキチ 駅前中央 佐賀牛専門店 焼肉竜馬 鍋島

cipolla 中央本町 焼肉韓国家庭料理朴家 若宮 やさい直売所マッちゃん 三瀬村
長崎ちゃんぽんリンガーハット 佐
賀南部バイパス店

本庄町

チャイナ梅の花 佐賀大和店 大和町 hackberry 中央本町 MOMｓ’Bagel 呉服元町
長崎ちゃんぽんリンガーハット 佐
賀大財店

大財

韓国料理チング 唐人 バッケン ハイム ボルガ 木原 酒と飯 豆たん 駅前中央
長崎ちゃんぽんリンガーハット 佐
賀北部バイパス店

卸本町

月とほし 唐人 ばってん酒蔵 唐人本店 唐人 まめ猫 水ヶ江
長崎ちゃんぽんリンガーハット 佐
賀大和店

大和町

割烹 津田屋 諸富町 大衆キッチン 炭火屋ハッポウ 駅前中央 ステーキまる 兵庫南 ワインバー ル・レザン 唐人

旬鮮厨房つばさ屋 若楠 鳩屋製麺 久保田町 まるいちラーメン 巨勢町 Repas 白山

御食事処ツル 高木町 中華厨房 華 北川副町 炭火焼肉まるじゅう 松原 ワインの店 LE RUBIS 呉服元町

やきとり鶴 八幡小路店 八幡小路
グランデはがくれ カフェ＆レストラ
ン はなかご

天神 板前料理 まる新 中央本町 食彩 瑠璃 駅前中央

deeer 大財 和食処 華かぶき 鍋島 食事処 丸徳 川副町 CAFÉ RETRO 神野東

Wine bar TNY 呉服元町 鍋家 花たろう 白山 焼肉 丸美屋 鍋島町 熟成とんこつラーメン れんげ 日の出

Bar Tetu 中央本町 華守KIWAMI 駅前中央 まるみや キッチン 鍋島町 蓮華草 神園

東洋軒 水ヶ江 とんかつ濱かつ モラージュ佐賀店 巨勢町 佐賀和牛ハンバーグ まるも 兵庫北 櫓庵治 佐賀店 神野西

徳吉ラーメン 川副町 浜幸 早津江 カレーショップ マルル 栄町 ROLE PLAYING COFFEE 駅前中央

トネリコ・カフェ 白山 HARU cafe 松原 まんざい 神野東 禄 愛敬町

新 トマトの湯むき 駅前中央 晴れる屋 栄町 黒豚料理の店 万八 鍋島 四季心 六香庵 大和町

CaféTomita 白山 Hungry bowL 与賀町 三叶 鍋島 Restaurant & Café 浪漫座 柳町

とも蔵 駅前中央 大衆焼肉Hungry-La 新栄西 手づくり豆腐と佐賀牛 水匠 多布施 Loretta（ロレッタ） 松原

餃子酒家Tomoru 鍋島 カフェ パンゲア 天神 Bar MIS TONE 白山 DINING BAR Y’S KITCHEN 鍋島

Tomoru屋 呉服元町 ハンバーグマン 佐賀南店 諸富町 辛麺屋 道 白山 BAR Wild Flower. 白山

トラットリア ジャムの樹 兵庫北 ハンバーグマン 佐賀大和店 大和町 辛麺屋 道 北部バイパス店 鍋島 ROOM CAFÉ 和喜田や 中央本町

虎之介 佐賀高木瀬東店 高木瀬東 番豚 大和町 和料理 みね家 駅前中央 なべ家和元 大和町

饗膳 とりい 呉服元町 蛮屋 大和町 美濃源 開成 焼肉笑家 こうの店 神野東

とりいち 大和町 B-POINT 中央本町 中華料理 味楽来 鍋島町 居酒屋 童 神野東

大衆居酒屋 とりカニ合戦 神野東 焼き鳥 曳山 愛敬町 ムジーク 白山 居酒屋 童 東店 駅前中央

鳥菊 呉服元町 御食事処 久坊 神野西 むとう 唐人 椀々 八幡小路

酉辰 (亢おにぎり家) 中央本町 秀屋 光 鉄板焼 無量多 中央本町 電子券・紙券が使えるお店

やきとり 鳥や 唐人 カフェとスコーンのお店 ひととき 八戸 居酒屋むらはち 佐賀北部店 鍋島町 共通券が使えるお店

カフェトレス 城内 創作ダイニングひととせ 神野東 明月館 大財店 大財 住まい

とんかつあら玉 駅前中央 駅前ワイン食堂BIBI 駅南本町 明月館 若楠店 若宮 池田畳店 巨勢町

とんかつきのや 南本店 本庄町 ビビン亭 ゆめタウン佐賀店 兵庫北 恵水産 駅前中央 右近畳店 嘉瀬町

新 焼とり 敦煌 若宮 100時間カレーゆめタウン佐賀店 兵庫北 メンバーズ海渡 大財 内山電機 下田町



店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

エクステリア・プロ 佐賀店 兵庫南 古川薬品 唐人
お茶の末崎園 イオンモール佐賀大
和店

大和町 タイヤスタジアム 兵庫町

オール・クリーン社 大財 みず堂薬局 ゆめさき店 兵庫北 お茶の末崎園 白山店 白山 ダイワ鈑金塗装工業 兵庫町

匠和美建 八戸 溝上薬局 医大通り店 鍋島 お茶の末崎園 本社 白山 田中タイヤ 東佐賀町

園田商店 蓮池町 溝上薬局 医大南センター店 鍋島 お茶の山口園 イオン佐賀店 東与賀町 トータルオートサービスひぜん 高木瀬町

のぐち屋 大和町 溝上薬局 エスプラッツ店 白山
お茶の山口園 イオンモール佐賀大
和店

大和町 トヨタレンタリース佐賀 大財店 大財

ハウスドゥ佐賀末広店 ツカサ 末広 溝上薬局 大財店 大財 玄米食 おひさま 多布施 トヨタレンタリース佐賀 嘉瀬町店 嘉瀬町

ミサワホーム佐賀 鍋島町 溝上薬局 木原店 木原 雅叙苑 多布施
トヨタレンタリース佐賀 佐賀駅前
店

駅前中央

ミズマチ 兵庫町 溝上薬局 空港通り店 本庄町 かまぼこ体験工房・直売店のなか 西与賀
トヨタレンタリース佐賀 佐賀空港
受付カウンター

川副町

吉原工務店 諸富町 溝上薬局 久保泉店 久保泉町 北島のあめゆ楠庵 西魚町 中折輪業 天祐

家具・寝具・家電 溝上薬局 県庁前林店 松原 北島味噌醤油店 長瀬町 中牟田モータース 大和町

イシマル電器 東与賀町 溝上薬局 コムボックス佐賀駅前店 駅前中央 京都伊三郎製ぱん 諸富店 諸富町 ヤマグチ サイクル 若楠

auショップ佐賀北 高木瀬町 溝上薬局 さが北警察署南店 高木瀬町 喜代龍本店 中央本町 ガソリン・石油・プロパン

auショップ 西佐賀 新栄西 溝上薬局 下田町店 下田町
ケータリングサービス グレイスデ
コレート

多布施 池田石油 川副町

auショップゆめタウン佐賀 兵庫北 溝上薬局 高木瀬店 高木瀬西 玄米食おひさま 多布施 ウチダENEOS佐賀SS 与賀町

エディオン えがしら電器 兵庫南 溝上薬局 兵庫店 兵庫南 高級食パン専門店 最高な普通 本庄町 栄城石油 本庄給油所 本庄町

エディオン嘉瀬店 嘉瀬町 溝上薬局 堀川店 堀川町 サガ・ビネガー 嘉瀬町 小柳石油・天祐給油所 天祐

エディオン井手電器 開成 溝上薬局 本庄佐大南店 本庄町 sagair 川副町 小柳石油Dr.Drive 蓮池店 蓮池町

エディオン いとう電器 鍋島 溝上薬局 本店 水ケ江 SAGAMADO 駅前中央 小柳石油・若楠給油所 若楠

エディオン 小野電器 光 溝上薬局 大和国分店 大和町 佐星醤油 唐人 ナオツカ 末広SS 末広

エディオン 黒田電気 巨勢町 パーソナルジムMake&Space 駅前中央 しめなわ 神野東 羽立石油店 金立町

エディオン 古賀電器サービス 蓮池町 大和漢方水堂薬局 大和町 石窯パン工房 シャルマン 新栄西 吉武燃料 川副町

エディオン サカイ電器 高木瀬町
ゆめか鍼灸整骨院・パーソナルジム
GOAL

南佐賀 新 パティスリーシュシュ本店 兵庫北 生活・趣味・冠婚葬祭

エディオン 末永家電 本庄町 夢咲サロン 夢咲北店 兵庫北 しょうが湯処 楠庵 西魚町 石丸文行堂 ゆめタウン佐賀店 兵庫北

エディオン本村電器 城内 夢咲 整骨院・はりきゅう院 兵庫北 菅米穀店 神野西 笑顔の便利屋さんアピー佐賀店 高木瀬西

家具ギャラリーよろこび(有)福山商店 諸富町 楊鍼灸整骨院 開成 竹八 えきマチ一丁目店 駅前中央 小川楽器 佐賀店 神野東

木下デンキ 木原 らいふ薬局 医大通り店 鍋島 竹八 直売店 川副町 ギターショップ まる屋 中央本町

古賀寝具製造 東佐賀町 らいふ薬局 川副店 川副町 天山商店 大財 紀伊國屋書店 佐賀店 兵庫北

セブンプラザ佐賀店 本庄町 らいふ薬局 木原店 木原 のり道楽 三福海苔 川副町 ㈲久米楽器店 田代

ダイワデンキ 嘉瀬町
らいふ薬局 佐賀県医療センター好
生館前店

嘉瀬町 はし富仕出し店 八丁畷町 子どもの本屋ピピン 呉服元町

ディッグ 諸富店 諸富町 らいふ薬局 高木瀬店 高木瀬東 橋の駅ドロンパ 諸富町 GOFUKU Local & Gift 呉服元町

ドコモショップ 佐賀東店 兵庫町 らいふ薬局 兵庫店 巨勢町 秀島米穀 東与賀町 佐賀新聞文化センター 白山

ドコモショップ 佐賀南店 本庄町 RelaxTime 大財 福岡商店 酒類販売所 中の小路 新 タクマ 兵庫町

中野屋ふとん店 白山 教育・文化 福岡精肉・デリカ 呉服元町 陶器たて石 佐賀駅店 駅前中央

パナランド カトウ 白山 個別指導wam佐賀夢咲校 兵庫北 福徳海苔 諸富町 富﨑陶器 川副町

パナランド 倉重 諸富町 宿泊・温泉 米菜クック 神野西 鍋島緞通吉島家 赤松町

本庄佛壇本舗 水ケ江 旅館あけぼの 中の小路 バッケン ハイム ボルガ 木原 人形館ふじや 大和町

松尾ふとん 高木瀬西 観光ホテル 朝風 愛敬町 前田海苔 川副町 深川製磁 佐賀店 松原

水町電器商会 久保田町 古湯温泉 ONCRI/おんくり 富士町 松原屋酒店 松原 文具のたちかわ 川副町

馬渡電気商会 神園 鶴の恩返しよみがえりの宿 鶴霊泉 富士町 丸秀醤油 高木瀬西 宮脇書店 佐賀本店 巨勢町

レグナテックショールーム クラッ
セ

諸富町 グランデはがくれ 天神 まんてん 鍋島町 衣料・靴・カバン

健康・医療
佐賀インターナショナルゲストハウ
スHAGAKURE

神野東 萬坊 えきマチ1丁目佐賀店 駅前中央 axesfemme ゆめタウン佐賀店 兵庫北

あさひ薬局 開成店 開成 熊の川温泉ちどりの湯 富士町 みどりや茶舗 本庄町 アクセサリーショップ no107 多布施

岩永補聴器 本店 白山 四季彩ホテル 千代田館 高木瀬町 MIFUKUAN 本店 川副町 足の科学館・シューズツルヤ 呉服元町

内川薬局 川副町 つかさ旅館 富士町 新 ムーランルージュ本庄店 本庄町
アルゴスガーデン ゆめタウン佐賀
店

兵庫北

うちだ整骨院 光 天山荘 久保田町 新 ムーランルージュ夢咲店 兵庫北 ある晴れた日に 松原

恵比寿鍼灸整骨院 開成 東京家旅館 富士町 やさい直売所マッちゃん 三瀬村 and quarter 佐賀ゆめタウン店 兵庫北

快眠ジム整体KON Company 高木瀬 ホテルニューオータニ佐賀 与賀町 山田酒店 赤松町 アンビシャス 白山

カイロプラクティック 江里口院 神園 温泉民宿みみ 富士町 よつばパン 開成 イマジンフェイス 呉服元町

木村治療院 嘉瀬町 お宿 夢千鳥 富士町 リカーハウス おほ酒店 今宿町 エスポワール 神野東

くすりの岩本 本庄町 タクシー・旅行・観光 Le Lien ~あじさい~ 神野東 絵夢恵 （バック・婦人服） 駅前中央

くぼ薬局 医大通り店 鍋島 池田タクシー 中の小路 ローズテラス 神野東 おはきもの処中牟田 白山

久保薬局 中の小路店 中の小路 大財タクシー 大財 ホームセンター・日用品・リサイクル GERCE 大財

久保薬局 中町店 白山 久保田タクシー 嘉瀬町 グッディ 佐賀本庄店 本庄町
川副ショッピングセンター「ラポー
ル」衣料品コーナー

川副町

久保薬局 西与賀店 西与賀 佐賀タクシー 本庄町 衣遊箱 センヤイチバ 本庄町 靴工房JUMBO 本店 富士町

佐賀駅南ふるかわ整骨院 愛敬町 中央タクシー 兵庫北 リサイクル センヤイチバ 本庄町 靴工房JUMBO 佐賀駅店 駅前中央

さかえまちスポーツスタジオ 駅前中央 トラベル佐賀 鍋島町 自動車・バイク・自転車 靴工房JUMBO 兵庫店 兵庫北

ＳＳＳコンタクト 兵庫南 西日本旅行 モラージュ佐賀支店 巨勢町 イエローハット 佐賀医大通り店 鍋島 コイケスポーツ 駅前中央

Thai&Bali style寺﨑整体院『ドリー
ム・スター』

嘉瀬町 有限会社みどりタクシー 水ヶ江 イエローハット 佐賀鍋島店 鍋島町 呉服の栁屋 諸富町

タカトリ薬局 大財店 大財 食品・飲料 イエローハット 佐賀本庄店 本庄町 CIRCLE 開成

タカトリ 薬局本店 天神 旭屋 鍋島町 C.H.C 材木 佐賀の古着屋 koichi 唐人

武田健康堂 神野店 神野東 有明の風 西与賀町 イエローハット モラージュ佐賀店 巨勢町 Sakuma アルタ開成店 開成

totell 駅前中央 石丸酒店 城内 SBS SAGA 本庄町 Sakuma アルタ新栄店 新栄東

ドンキー薬局 巨勢町 石丸食肉産業 佐賀店 神野東 オートガレージ江下 北川副町 サロン・ド・クレア 水ヶ江

なかしま鍼灸整骨院 神園 梅野米や天祐 天祐 カークリエイトフチノ 東与賀町
シェルブルー セレクトショップ 兵庫北

ナレル神園店 神園 大崎茶舗 神園 Garage96 北川副町 シューズ愛ランド 佐賀店 兵庫南

新 にしやま整骨院 神野東 お茶の末崎園 アルタ開成店 開成 サイクランドモリ 長瀬町 秀粋苑中山 東佐賀町

ファイテンショップ ゆめタウン佐
賀店

兵庫北 お茶の末崎園 アルタ新栄店 新栄東 サイクルセンター七田 駅前中央
JUBILEE 本庄町



店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

SHOT 佐賀店 兵庫南
トータルビューティーサロンBrilliant 大財 三重津みやげホスムスカモス 川副町 ダムの駅富士 しゃくなげの里 富士町

スールはま 唐人
Nadja（ナジャ） 兵庫南 有限会社菓心まるいち 兵庫店 兵庫南 寿し政 大財

鈴花 高木瀬店 高木瀬町
ハウスオブローゼ モラージュ佐賀店 巨勢町 有限会社菓心まるいち 本店 鍋島町 ステーキハウス 帝国イマジン 若楠

THREELOG 白山
美白化粧品 BAYULA 高木瀬東 有限会社菓心まるいち 諸富店 諸富町 スミレ・キッチン 諸富町

D-STOCK・SAGA 赤松町 aprincess 嘉瀬町 丸芳露本舗 北島 木原店 木原 千寿 唐人

Hug Hug 佐賀店 巨勢町 Bonheur 高木瀬町 丸芳露本舗 北島 佐賀駅北口店 神野東 千福 愛敬町

パパス アンド ママス ゆめタウン佐
賀店 兵庫北

まじょりか 唐人 丸芳露本舗 北島 佐賀西店 鍋島町 食堂居酒屋 大福 多布施

バラエティー 兵庫南
MIZ イオンモール佐賀大和店 大和町 丸芳露本舗 北島 佐賀東店 大財 おふくろの味登紀 神野東

ファッションステージ ドリス 駅前中央
MIZ 本店 水ケ江 丸芳露本舗 北島 JR佐賀駅店 駅前中央 変 虎之介 佐賀木原店 木原

ふぁっしょんぷらざフクチ 東与賀町 MIZ モラージュ佐賀店 巨勢町 丸芳露本舗 北島 白山本店 白山 焼き鳥 鳥ふみ 駅南本町

ファミリー 大和店 大和町 MIZ ゆめタウン佐賀店 兵庫北 八頭司伝吉本舗 佐賀駅店 駅前中央 とんかつきのや 北部店 若宮

ファミリーファッションはしもと
諸富店 諸富町

メンズ ココラボ 兵庫北 八頭司伝吉本舗 唐人店 唐人 浪花寿司 神園

ブティック セントラルパーク 中央本町
モイスティーヌ佐賀城南サロン 南佐賀 雑貨・アート ビストロ・マダムポワン 神野東

ペーパームーン 唐人
モイスティーヌ佐賀南サロン(諸富) 諸富町 アートスタジオ チョークミント 唐人 駅前ラーメン ビッグワン 駅前中央

HOLIDAYS IN THE SUN 本庄町 ユア シセイドウ つばきや 開成 さくら画廊 新栄西 梟の響キ 白山

真島武道具 材木
Lash&Nail Ange 高木瀬 SUSIE HANDMADE &LIFESTYLE 呉服元町 レストランマルフク 嘉瀬町

The Maccheroni / マッケローニ 唐人 Latte 天神 肥前びーどろ 副島硝子工業 道祖元町 土竜 大財

マツセン商会 鍋島町 エステティックサロン Le・courage 若楠 ヒロノブニガオエヤ 巨勢町 紙券のみが使えるお店

マリン工房C&M 呉服元町 広告・印刷・写真 生花 共通券が使えるお店

マルゼンユニフォームセンター 本庄町 田辺写真工房 大和町 あらお花店 与賀町 タクシー・旅行・観光

モードスタイル ミスティーク 駅前中央 ハレノヒ呉服元町店・レミネス 呉服元町 なりどみ生花店 大和町 新 はと交通 天祐

MUSEUM 大和町 ハレノヒ柳町 フォトスタジオ 柳町 花のイタハシ 多布施 明治タクシー 多布施

モードモーダ モードヒルズ 大和町 百貨店・コンビニ・スーパー
花のそえじま（Flower Shop 
SOEJIMA）

高木瀬町 食品・飲料

ユニフォームの内田 川副町 栄玉 本庄町 フラワーアクロス 巨勢町 お茶の末崎園 えきマチ1丁目店 駅前中央

Wrapin nine9 ゆめタウン佐賀店 兵庫北 佐賀玉屋 中の小路 フラワーショップ・サガ 松原 栗林米穀 北川副町

ルーシー バースト 巨勢町 セブンイレブン 佐賀医大通り店 鍋島 フラワーショップ こばやし 鍋島 ダムの駅富士しゃくなげの里 富士町

RED STOCK 巨勢町 セブンイレブン佐賀開成6丁目 開成
フラワーショップはなどけいアルタ
開成店

開成 鍋島新鮮市場 鍋島町

レディースファッション立川 川副町 セブンイレブン 佐賀鍋島江頭店 鍋島町
フラワーショップはなどけい兵庫南
店

兵庫南 古川商店 高木瀬町

レディスファッション ヤマダ 水ヶ江 セブンイレブン 佐賀鍋島町店 鍋島町 フラワー花園 中央本町 ミルクス 八戸溝

時計・宝石・貴金属・眼鏡 セブンイレブン 佐賀兵庫南店 兵庫南 フラワー花友 大財 ホームセンター・日用品・リサイクル

AYUNO SAGA 高木瀬東
セブンイレブン 佐賀大和インター
店

大和町 テイクアウト専門店 宮崎文賞堂印判店 呉服元町

OWNDAYS イオンモール佐賀大和
店

大和町 ファミリーマート 佐賀駅北店 駅前中央 海鮮丼丸どんぶりこ。 東佐賀店 田代 ガソリン・石油・プロパン

ガージュ 佐賀玉屋店 中の小路 Yショップ前田 諸富町 元祖 おか弁 中央本町 久留間商店 川副町

ガージュ 佐賀大和店 高木瀬町 菓子・贈答
手作りお弁当とお惣菜のお店 ぶた
八

緑小路 衣料・靴・カバン

ガージュ モラージュ佐賀店 巨勢町 あけぼの菓子舗 呉服元町 ピザクック 佐賀店 愛敬町 おしゃれ洋品キンタイ 呉服元町

新古賀 いしむら 高木瀬店 高木瀬東 福まん家 佐賀兵庫店 兵庫南 メゾンドふじせ 八幡小路

真珠のみほの 白山 いしむら 本庄店 本庄町 福まん家 諸富店 諸富町 時計・宝石・貴金属・眼鏡

時計のナカシマパーツ 唐人
大原老舗佐賀 えきマチ1丁目佐賀駅
店

駅前中央 その他 田中めがね 本庄町

ニーム ジュエリー 白山 大原老舗佐賀 佐賀本店 神野東 アウトドアショップベースキャンプ 神園 クリーニング・補修・レンタル

日眼メガネ 大財 お菓子の古場 佐賀店 天祐 カラオケ ナイスデイ 新中町 よそほひ処 二葉 柳町

ニューポーン 佐賀店 開成 ガトーショコラ八 西魚町 SAGAフットサルクラブ 久保泉町 理容・美容・エステ・ビューティー

ノナカジュエリー 鍋島 菓舗やつだ屋 富士町
ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリト
ピア ザ・ブリーズ

新栄東 トータルボディ専門店和サロン 兵庫南

福田時計店 呉服元町 甘笑堂米菜クック店 神野西 カラオケセントラルパーク 松原 ビューティーサロン白百合 諸富町

メガネの落合 呉服元町 傳承菓子處 甘陣屋 西与賀町 TSUTAYA 兵庫町店 兵庫南 Futaba ホテルニューオータニ佐賀店 与賀町

和真メガネ モラージュ佐賀店 巨勢町 ギフトサンジョー 呉服元町 ドローンスクールJET 大和町 ユア シセイドウ たていし 金立町

クリーニング・補修・レンタル 銀座に志かわ 佐賀中央店 新中町 永石スポーツ 多布施 広告・印刷・写真

エンドレス 鍋島町 グラノーラ専門店 GRAN 呉服元町 人形の新栄 新栄東 Futaba 写真館＆衣裳館 川原町

クリーンライフ 福島 富士町 KUREHA PRESENTS SAGA STORY 鍋島 日高商店 大和町 菓子・贈答

クリーンライフ 大和店 大和町 cosa 中央本町 本庄仏具総本店 堀川町 村岡総本舗 佐賀駅店 駅前中央

なぎさ本舗 京都屋 鍋島町 GOFUKU Local & Gift 呉服元町 村山佛光堂本店 水ヶ江 村岡総本舗 唐人町店 唐人

花古賀 水ヶ江 佐賀工房 えきマチ店 駅前中央 紙券のみが使えるお店 村岡屋 巨勢店 巨勢町

晴れ着のレンタル UB-1 神野東 佐賀工房 空港店 川副町 飲食店(飲食券・共通券が使えるお店) 村岡屋 本店 駅南本町

理容・美容・エステ・ビューティー 佐賀工房 バルーンミュージアム店 松原 変 アール スタイル ダイニング 白山 村岡屋 佐賀駅店 駅前中央

irene 大財 サラダ館 久保田店 久保田町 アニバーサリー 呉服元町 村岡屋 水ヶ江店 水ヶ江

アミュー（アルビオン＆エレガン
ス）

多布施 サラダ館 巨勢店 巨勢町 変 小料理 市の川 若宮 村岡屋 高伝寺前店 本庄町

ヘアー&エステ アロイジア 兵庫南 サラダ館 諸富店（めぐみ） 諸富町 井手ちゃんぽん 兵庫店 兵庫町 村岡屋 卸本町店 卸本町

Anty アンティ（女性顔剃専門店） 卸本町 サラダ館 大和中央店 大和町 井手ちゃんぽん 諸富店 諸富町 村岡屋 大和店 大和町

美容室elmo 諸富町 サラダ館 新栄店 新栄東 井手ちゃんぽん 大和店 大和町 村岡屋 ゆめタウン佐賀店 兵庫北

おしゃれの店グレース 兵庫南 サンのり 駅前中央 おさかな家 嬉乃 駅前中央 生花

カットスタジオKOGA 諸富町 シャディサラダ館 若楠店 高木瀬西 焼肉焱壽 唐人 花幸 多布施

錦粧 呉服元町 JONAI SQUARE SHOP 城内 酒・肴 縁 大財 テイクアウト

YSくぼ 久保化粧品店 川副町 新 大丸進物店 柳町 おうせ酒肴旬楽 唐人 地蔵っ子 西田代

shi-ro ooshima hairsalon+ 材木 御菓子司 鶴屋 佐賀駅店 駅前中央 かつ彩 鍋島

SOLEIL 神野東 御菓子司 鶴屋 本店 西魚町 キサックBANKO 中央本町

立川化粧品 川副町 展覧会の絵 鍋島 あぶりや儀七 呉服元町

田中化粧品店 神野西 元祖 徳永飴総本舗 金立町 ぎんなん 神野東

美容室ドゥース 開成 ケーキのハルツ 大和町 紗知榮 中央本町


